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-電車で6時間程度(名古屋乗り換え) 
山陽本線->東海道・山陽新幹線->中央西線


-車で走ると780km程度となります


-キャンパスは松本市(長野県中部)にあって、 
新幹線が通っている長野市(長野県北部)とは70km程度離
れています。


-新幹線は走っていないので、注意してください 
(新幹線で長野駅まで来ると、そこからプラス1時間です)


-東京からは特急あずさ(約3時間) 
名古屋からは特急しなの(約2時間) になります。


-駅から大学までのバスは通常だと20分に1本程度です


-松本で、お待ちしています！

物理学会@信州大学松本キャンパス
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カロリメータとは
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-高エネルギー物理学では入射粒子のエネルギーを止めて測定する測定器の総称


-重い物質で粒子のシャワーを発生させて、エネルギー損失を測定


-入射粒子のすべてのエネルギーを止める物質量を用意する必要がある


-大きく分けて2種類の構成のカロリメータ


-全吸収型 -> 止める部分と検出する部分が同じ


-サンプリング型 -> 止める部分と検出する部分が別で、交互に配置


-検出する対象の違いによって2種類のカロリメータ


-電磁カロリメータ(ECAL) -> 電磁シャワーを測定


-ハドロンカロリメータ(HCAL) -> ハドロンシャワーを測定


-主な性能として


-エネルギー、位置、時間の測定精度(分解能)


-粒子が止まる距離(放射長、原子核相互作用長) など

ILD ECAL



高エネルギー物理での測定器
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-止める必要

Chapter 1. ILD: Executive Summary

Figure III-1.2
Quadrant view of the
ILD detector concept.
The interaction point
is in the lower right
corner of the picture.
Dimensions are in mm.

1.1 ILD philosophy and challenges

The particle flow paradigm translates into a detector design which stresses the topological recon-
struction of events. A direct consequence of this is the need for a detector system which can separate
e�ciently charged and neutral particles, even inside jets. This emphazises the spatial resolution for
all detector systems. A highly granular calorimeter system is combined with a central tracker which
stresses redundancy and e�ciency. The whole system is immersed in a strong magnetic field of
3.5 T. In addition, e�cient reconstruction of secondary vertices and very good momentum resolution
for charged particles are essential for an ILC detector. An artistic view of the detector is shown in
Figure III-1.1, a vew of a quarter of the detector is seen in Figure III-1.2.

The interaction region of the ILC is designed to host two detectors, which can be moved in and
out of the beam position with a “push-pull” scheme. The mechanical design of ILD and the overall
integration of subdetectors takes these operational constraints into account.

The ILC is designed to investigate the mechanism of electroweak symmetry breaking. It will
allow the study of the newly found higgs-like particle at 126 GeV. It will search for and explore new
physics at energy scales up to 1 TeV. In addition, the collider will provide a wealth of information on
standard model (SM) physics, for example top physics, heavy flavour physics, and physics of the Z
and W bosons, as discussed earlier in this document. A typical event (tt̄ at 500 GeV) is shown in
Figure III-1.3. The requirements for a detector are, therefore, that multi-jet final states, typical for
many physics channels, can be reconstructed with high accuracy. The jet energy resolution should be
su�ciently good that the hadronic decays of the W and Z can be separated. This translates into a
jet energy resolution of ‡E/E ≥ 3 ≠ 4% (equivalent to 30%/

Ô
E at 100 GeV). Secondary vertices

which are relevant for many studies involving heavy flavours should be reconstructable with good
e�ciency and purity. Highly e�cient tracking is needed with large solid-angle coverage.
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• IP 衝突点 

• Vertex 衝突点の位置の測定 

• TPC 
(Time Projection Chamber) 
荷電粒子の運動量の測定 

• ECAL 
(Electromagnetic Calorie Meter)  
光子のエネルギーの測定 

• HCAL 
(Hadron Calorie Meter) 
中性ハドロンのエネルギーの測定 

• Muon ミューオンの検出

物質量ができるだけ少ない必要がある

物質量が十分に大きい必要がある

ILD断面図



直接測定できる粒子
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- 赤枠の粒子が直接検出器で測定可
能 

- 赤枠の粒子以外は、 
すぐに崩壊するか、 
そもそも観測不可能 

- カロリメータは観測できる粒子 
すべての粒子に感度がある

π0, π+, π−, p, n

K0, K+, K−



全吸収型カロリメータ
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- 重い金属を含んだ透明な結晶型のシンチレータなどで、吸収物質と検出層が同じ 

- シャワー全てが測定できるためエネルギー分解能が高い 

- 結晶のため作るのに技術が必要で、高価 
かつ、もろく欠けたり、潮解性などがあるものもあり、加工も難しい 

- 低エネルギーのガンマなどの測定には非常に有用 (PET, SPECTなど) 

- 物質量が必要なため検出器は 固体 or 液体 

- 結晶の物質としては 

- CsI(TI) 

- NaI 

- PbWO4 (CMS) 

- Lead Glass (OPAL) 

- など 結晶シンチレータ(PbWO4)

粒子シャワー

Particle



サンプリングカロリメータ
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- 吸収層と検出層を起き、吸収層で起こしたシャワーを検出層で検出することで、測定する 

- 吸収層には通常は金属を用いるため、全吸収型と比べると廉価  
 -> 大きな物質量のいるハドロンカロリメータになると重要 

- 検出層は自由度が高く非常に細かくできる -> 薄く細かくすれば3次元での測定が可能 

- ただし、原理的に吸収層でのエネルギーフラクションが大きいため、エネルギー分解能に
は限界がある 

- 吸収層としては、Fe, Cu, W, Pbなど 

- 検出層としては 

- プラスチックシンチレータ + 光検出器 

- 液体シンチレータ(アルゴンなど) 

- シリコンパッド 

- ガス 

- など

Absorber ScintillatorScScSc A A A

Particle



電磁カロリメータ(ECAL)

�9

-電磁シャワーを起こして止まる粒子の測定を行う


-測定するのは、主に光子と電子, 陽電子, (π0)


-相互作用としては 電離、制動輻射、対生成


-高エネルギーでは電離は寄与が大きくないため、電磁シャワーは
主に 制動輻射 + 対生成 で発生、成長する


-対生成: dE/E = - 7/9 dx/X0


-制動輻射: dE/E = - dx/X0


-放射長 X0 が基本的な電磁シャワーのパラメータとなる

X0(g/cm2) ≈
716gcm−2A

Z(Z + 1)ln(287/ (Z))
Zは原子番号、Aは質量数

放射長

γ e-

e+

対生成
制動輻射

電磁シャワー

銅での電離と制動輻射



電磁カロリメータ(ECAL)
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-X0でシャワーの粒子が倍になるのが簡単なモデル


-Critical Energy Ec: 電離と制動輻射が同じになるエネルギーまでシャワーが発
達していく


-入射エネルギーとEcを利用してシャワーの奥行きが定義できる


-e- 300GeV程度までなら、25X0 でシャワーの奥行き方向の漏れが~1%程度
になる 
ILD ECALでは24X0 で計画


-縦方向の広がりに対して横方向の広がりがモリエール半径(RM) 
シャワー中の電子と光子のエネルギーの90%が入る半径として定義 
ILD ECALはモリエール半径が小さいタングステンを吸収層として利用


-エネルギーの測定精度は大事でECALのエネルギー分解能は大体


-サンプリング型で 10-20%/√E


-全吸収型で 5%/√E

Nmax = 2tmax =
E0

Ec

tmax = ln
E0

Ec
/ln 2

RM ∼
21(MeV )X0

Ec(MeV )
Material Z Ec(MeV) X(mm) RM(mm) λ(cm)

Fe 26 22 17.6 16.9 16.8
Cu 29 20 14.3 15.2 15.1
W 74 8.0 3.5 9.3 9.6
Pb 82 7.4 5.6 16 17.1

入射電子のエネルギーごとtmax

物質ごとのパラメータ



ハドロンカロリメータ(HCAL)
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-ハドロンシャワーを起こして止まる粒子のエネルギーを測定する


-放射長(X0)の代わりに、λ0という原子核相互作用長を定義


-ハドロンシャワーは電磁シャワーより相互作用長が長く、成長が複雑


-ハドロンと電子では同じエネルギーでも検出器の応答が違う  
(e/π ≠ 1 非補償型の場合)


-ハドロンシャワーの中にπ0などから来る電磁成分(基本はこちらが多い)も入
り、割合もイベントごとに変化する


-さらに、原子核破砕、核反跳、ニュートリノによる持ち出しなども発生し、こ
れは信号に出てこない


-原子核相互作用長(シャワーの縦方向の広がり) を指標にして測定器を設計


-基本的には質量数(A)の値のみで決まる


-過程が複雑で、粒子に対する検出器の応答も一様ではないため、エネルギー分解
能は悪化する 
大体 45-100%/√E 程度

λ0 ∼ 35A1/3(gcm−2)
原子核相互作用長

Material Z Ec(MeV) X(mm) RM(mm) λ(cm)

Fe 26 22 17.6 16.9 16.8
Cu 29 20 14.3 15.2 15.1
W 74 8.0 3.5 9.3 9.6
Pb 82 7.4 5.6 16 17.1

物質ごとのパラメータ

ハドロンシャワー



カロリメータが必要な理由

�12

• Trackerは磁場を利用することで粒子を曲げて運動量を測定する 

• 運動量の測定の精度を上げるためには物質量が少ない必要がある 

• 物質量が少ないため、中性粒子はほとんど観測できず、また止ま
らない 

• カロリメータが必要 

• 逆にカロリメータだけではだめな理由は、 
位置やエネルギーの測定精度を考える必要がある

TPC ECAL HCAL

電子

光子
中性ハドロン

TPCECALHCAL

荷電ハドロン

Muon

ミューオン



粒子とエネルギーの測定性能
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荷電レプトン

光子
中性ハドロン

TPC ECALHCAL

荷電ハドロン

 13

-生成粒子の崩壊で出てくる、それぞれの粒子のエネルギーの比は過去の実験で調べられている


-表はジェット中の粒子の比と、ILCの測定器との対応

粒子 エネルギーの比 測定器
エネルギー(運動量)

分解能
ジェットエネルギー 

分解能

荷電粒子 62% Tracker 10-4 <3.6-5

光子 27% ECAL 0.15 0.08

中性ハドロン 10% HCAL 0.55 0.17

ニュートリノ 1.5% - - -

e+, e−, μ+, μ−,

π+, π−, K+, K−, p

γ(π0)

K0, n

ν



Particle Flow Algorithm
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• ILCだとジェットのエネルギー分解能の
要求は 3~4% だが、カロリメータだけ
ではエネルギーの分解能が足りない 

• そこで、カロリメータの中の粒子もト
ラッカーと対応させて、できる限りト
ラッカーの測定したデータを利用する 

• カロリメータはトラッカーとの対応を
取るために、3次元に細かい必要がある

TPC ECAL HCAL

電子

光子
中性ハドロン

TPCECALHCAL

荷電ハドロン

Muon

ミューオン

PFAでの粒子の識別



各実験でのカロリメータ(ECAL)
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全吸収型

サンプリング型



エネルギー分解能
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-入射粒子のエネルギーをどれだけ正しく測定器で測定できるかという指標


-入射した粒子の測定エネルギー(E)と、読み出したエネルギーの誤差(σE)で評価


-分解能が良いほど、エネルギーの測定精度も上がる


-生成粒子を測定するために非常に重要なパラメータとなる


-全体の分解能は


-(a) エネルギーに依存して、確率的に揺らぐ、統計やサンプリングの効果の項


-(b) 検出器の一様性などのエネルギーによらない測定精度を悪化させる定数項


-(c) 低いエネルギー領域で顕著になるノイズの項


-の寄与がある

σ(E)
E

=
a

E
⊕ b ⊕

c
E

確率 定数 ノイズ

E

σE



より高いエネルギーレンジでは
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- 特にハドロンカロリメータのエネルギー分解能は問題となる 

- ILCではPFAを用いてトラッカーの運動量分解能を積極的に利用し、ハドロンカ
ロリメータの依存度を減らす (70%->10%) 

- トラッカーは低いエネルギーでの運動量分解能はカロリメータに比べて圧倒的
に良いが、同じサンプリングレートだと、磁場をかけて曲がる軌道を測定する
ため、エネルギーが上がると分解能が悪化する 

- エナジーフロンティアの実験では、より高いエネルギーの粒子を衝突させるた
め、カロリメータのエネルギー分解能は依然として重要 

- ハドロンシャワーのエネルギーのハード、ソフト療法での補償  
(シンチレーション光とチェレンコフ光を用いたハードウェアでの補償など) 

- PFAの改善 (より細かいmmオーダでのカロリメータ) 

- 時間分解能の高度な利用 

- など改善案は多数あり



テストビーム
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- 検出器、読み出し回路など複数のコンポーネントでできているため、 
実際にビームを入射してテストが必要 

- 特にハドロンの相互作用は難しくモデルが複数ある 

- シミュレーションだけでの開発はできず、実験で確認する必要がある 

- また、シャワーの成長などはビームを実際に入射する実験でしか確認できない(実験室ではできない) 

- 実験のデータを利用して、シミュレーションモデルをチューニングするのにも利用される

DHCALでのイベントディスプレイAHCALのテストモジュール

実験とシミュレーションのπ-のデータの比較

μ e+

π p



プロトタイプ
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- 物理の測定ができるかを実証するプロトタイプの作成 
Physics Prototype  
(データをもとにシミュレーションと比較) 
信号の増幅と、AD変換は測定器の外部で行う 

- 実際に量産に向けたテクノロジーを確認するプロトタイプの
作成 
Engineering Prototype 
(現在はココ) 
実際のILDを見据えて信号の増幅とデジタル変換を一枚のボー
ドで 

- ILC CALの作成

ScECALa and AHCAL Phycics Prototype Phycics Prototypeの性能評価(e-)

ILDでのECAL

Sc ECAL Engineering Prototype

Sc ECAL Baseboard Unit

2GeV-32GeV

ScECALを例に



ILCのカロリメータ
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- PFAに最適化したカロリメータとして設計を行っている 

- PFAのために3次元で細かいカロリメータ 

- 非常に膨大なチャンネル数 
ECAL (Si: 100M, Sc: 10M )  
HCAL (A: 8M, D&SD: 70M) 

- センサーの近くでAD変換を行い、 
デジタルデータで転送 
それに伴う非常に薄い検出器と読み出し回路 

- 複数のテクノロジーの候補 

- 各種分解能 

- 値段 

- 量産の容易さ 

- など 

- ILDを中心に説明(テクノロジーはSiDもほぼ同じ)



ILD ECAL
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- 5 x 5 mm2 のセルサイズがILCの要求 

- 吸収層はタングステンで奥行き方向に30層、24X0 

- 前の20レイヤーが2.1mm厚 

- 後の10レイヤーが4.2mm厚 

- 検出層のオプションは 

- シリコンパッド 

- シンチレータストリップ

スラブの構造

ILD ECALのバレル部分

ジェットのエネルギー分解能と 
セルサイズ

縦軸はRMS90での 
ジェットエネルギー分解能



SiECAL
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- シリコンパッドを検出層用いる 

- パッドの一つのセルが5x5mm2 

- 読み出しボード1枚(18x18cm2)で1024ch 

- 全体で 100M ch

シリコンパッド ( 256ch ) 読み出しボード

Cut modelunit model

1ピクセル



ScECAL
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-検出層はプラスチックシンチレータと光センサー(MPPC)


-シンチレータは45x5mm2で、これを各層交互に置くことによっ
て、5x5mm2の分解能を実現


-交互に用いたシンチレータからの情報をStrip Split 
Algorithm(SSA)を用いて、セルの情報を引き出す

�
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W 2mm

Sc Even 2mm
Electronics 1.2mm

Sc Odd 2mm
Electronics 1.3mm

W 2mm

18cm18cm

Cut model

1 unit model

Particle Particle

SSA

45mm

5mm
Scintillator MPPC

1 read out unit 144ch

読み出しボード
光センサとシンチレータ



ILD HCAL
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THE ILD SUB-DETECTOR SYSTEMS

FIGURE 4.4-15. Layout 1 of the HCAL (left), and view of the integrated ECAL and HCAL beam test
setup (right).

advantages of the first are the accessibility of the electronics and a maximum filling of the
detector volume limited by the coil radius, whereas the second provides better rigidity in the
transverse plane, eliminates pointing cracks and allows for a tighter barrel end-cap transition.
In principle, each concept can be instrumented with both scintillator and gaseous devices.
In practice, the detailed engineering is presently being worked out for scintillator in the first,
and for gaseous readout in the second approach.

4.4.4.1.2 Design 1 In the first version of the HCAL design, the barrel is subdivided
into two sections in z and eight octants in ', each octant has two halves which constitute the
basic modules, 32 in total. Each module has a weight of almost 20 tons, which is manageable
with standard installation techniques. The modules are constructed independently of the
active layers, which can be inserted before or after installation of the modules. There are
48 absorber plates, 16mm thick each, held together by 3 mm thick side panels in the rz
planes; no additional spacers are foreseen. The active layers will contribute 4 mm of steel to
each absorption layer, and require 5.5 mm for instrumentation (3mm thick scintillator plus
readout and calibration devices). A drawing of the structure is shown in figure 4.4-15(left).
The HCAL structure has been extensively simulated using finite element methods, including
the integration of the heavy ECAL structure. Maximum deformations are found to be less
than 3 mm, if the barrel structure is supported by two rails in the cryostat.

Presently the boundaries between modules are pointing in ' and in z. Variants with
non-pointing boundaries have been validated in finite element calculations as well, but are
disfavoured to ease the mechanical construction. The pointing geometry does not degrade
the performance as long as the cracks are filled with absorber material, and if the active
instrumentation extends up to the boundary within tolerances, which is the case in the
present scintillator layer design.

4.4.4.1.3 Design 2 This design intends to reduce cracks both in ' and ✓ and to reduce
the distance between the barrel and the endcaps. The barrel part is made of 5 independent
and self supporting wheels along the beam axis which eliminates the ✓=90 degree crack. The
segmentation of each wheel in 8 identical modules is directly linked with the segmentation
of the ECAL barrel. A module is made of 48 stainless steel absorber plates (welded with 2
transverse 10mm stainless steel plates) with independent readout cassettes inserted between

86 ILD - Letter of Intent

-セルサイズ


-アナログ(AHCAL): 30x30 mm2


-セミデジタル(SDHCAL): 10x10 mm2


-吸収層は2cmの鉄で、奥行方向に48層


-検出器は


-アナログ(AHCAL): プラスチックシンチレータ + SiPM


-セミデジタル(SDHCAL): GRPC(ガス検出器)

セルサイズとジェットエネルギー分解能の比較

AHCALセルサイズ SDHCALセルサイズ

ILDのHCAL



AHCAL
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THE ILD SUB-DETECTOR SYSTEMS

FIGURE 4.4-17. Arrangement of AHCAL layers with electronic components (top), cross section of an
active layer (bottom).

the variation in layer width with increasing radius, 4 di↵erent HBUs, 8 to 12 tiles wide, are
needed. At the layer edges, tiles with smaller size, e.g. 2 ⇥ 3 cm2, are placed such that the
uninstrumented region near the sector boundary is never larger than 5 mm and 2.5 mm on
average.

The electronics at the end face will require cooling, mainly due to the use of FPGAs in
the DIF (Detector InterFace board described in 4.4.5.2). The boards will extend 5 to 10 cm
in z, but occupy only a fraction of the full width in ', thus leaving space for ECAL and main
tracker services as well as for the TPC support along radial directions. The required extra
separation between barrel and endcap is therefore much smaller.

4.4.4.2.2 Scintillators and Photo-Sensors, R&D The successful operation of the 8000
channel CALICE HCAL test beam prototype over several years has proven that the new
sensor and scintillator technology is robust and reliable. Less than one per-mil of the SiPMs
showed signs of aging in form of increasing noise levels. In the meantime, progress was made
by various manufacturers, e.g. in Russia or Japan, to provide sensors with lower dark count
rate and / or smaller inter-pixel cross-talk which allow to decrease the noise occupancy above
threshold of 10�3 in the present prototype by an order of magnitude and thus fulfill the
requirements from both physics (for neutron hit identification) and DAQ band width. The
demands on dynamic range are less critical than for the ECAL.

For the coupling of sensors to scintillator and PCB di↵erent approaches are being followed,
based on either wavelength-shifting WLS fibre mediated or direct read-out with blue-sensitive
photo-diodes. The WLS option was successfully operated in the HCAL (and ECAL) testbeam
prototypes. The production, test and integration of sensors has been industrialised further,
e.g. the grove for the fibre can be included in the injection moulding process (or the hole in
the extrusion process). The positioning of the tiles must match the precision of the PCBs, for
example with alignment pins. Alternatively, so-called mega-tiles (plastic modules comprising
several cells, separated by groves) are also being discussed.
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読み出しボードと光センサーシンチレータ

-検出層はプラスチックシンチレータと光センサー(SiPM)


-一つのセルは30x30mm2


-ファイバなしで読み出し

読み出しボード

Cut Model

バレルの構造
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- ガス検出器を用いたカロリメータ 

- DHCALはヒット情報のみを利用してエネルギーを測定  
複数ヒットは判定できないため、細かい必要がある -> 1 x 1 cm2 

- SDHCALはこれにスレッショルドを3段階(2bit)で設定することによって、
エネルギー情報を利用する 

- センサーは、GRPC(Glass Resistive Plate Camber) 

- チャンネル数は全体で 70M ch

GRPC

3段階のスレッショルド

GRPC(1 x 1m2) 読み出しボード



まとめ
-高エネルギー実験ではエネルギー測定が必要で、 
カロリメータが多く利用される


-エネルギーの測定のため、エネルギー分解能は非常に重要でこの向上が必要となる


-ILCでは物理の要求から、エネルギー分解能を上げるために、PFAを用いた3次元に細
かい位置分解能も高いカロリメータが必要


-ILDでは、この要求に答えるため複数の異なったタイプのセンサーの開発が行われてい
る


-3次元で細かい要求から、これまでにない非常に多数のチャンネルを扱う必要がある


-これをILDに大規模に組み込むための、作成へ向けた各種テストを実施中
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